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解脱金剛尊者70年祭の佳き年に、御寺護持の精神を確認し合う
　菊花香る11月4日、京都・御寺泉涌寺において解脱金剛70年祭が執り行われ、全国から多数の会員が参集した。

舎利殿の回廊を華やかな着物姿の女子青年が献華へと歩む

た。続く斎祀精霊御
法要では、新たに斎
祀される 96 霊の俗
名が上村長老猊下よ
り読み上げられ、遺
族らは回し香炉で自
席にて焼香を行った。
その後、会員一同に
よる真心からの般若
心経が響きわたり、
第 1 部法要は終了した。
　仏殿横には金剛さまの御尊影が掲げら
れた特設舞台が設けられ、その両側のテ
ントに来賓と本部役員が移動し、第 2 部
式典となった。
　国歌斉唱に続いて式辞に立った渡辺理
事長は、「世のため、人のために身近なと
ころから自分にできる精一杯の努力を惜
しんではならない。日本国民としての誇
りを忘れず、天皇陛下の無私大愛なる祈
りに応え、しっかりと働かせていただき
ましょう」と述べた。
　浄財献納の儀では、本年度の御寺泉涌
寺護持奉献金、並びに御寺泉涌寺護持会
員奉献金の目録が渡辺理事長から上村長
老猊下へ手渡された。
　挨拶に立たれた上村長老猊下は、奉献
金に対する謝意とともに、「会員の皆様に

　泉涌寺各所では、前日より地元関西地
区の青年部と女性部の奉仕者が全国会員
を迎える準備にあたった。
　当日は早朝からの雨が 10 時頃にあが
り、参加者は各々、用意されたゴザを敷
いて行事に参加することができた。
　御法要に先立ち、午前 9 時 30 分から
解脱金剛宝塔前で奉告祭が行われた。
　穏やかな天候のもと、奉祝の年を喜び
合う会員の笑顔が全山に満ちる中、舎利
殿にて行われる第 1 部御法要では渡辺孝
彦理事長、岡野英夫顧問をはじめ、本部
役員、多数の各界来賓、斎祀遺族が昇殿し、
導師、職衆が入堂された。
　5 年おきの節目の年祭では、申請者が
会員であれば、既に霊界入りしている両
親や配偶者も遡って斎祀の申請ができる
特例があり、今回は 96 霊が申請され 85
名の遺族が参列した。
　午前 11 時、開式が告げられると、色
鮮やかな振り袖姿の関西・中部各教区の
女子青年により生花が、女性部により天
茶が、それぞれ金剛さまに供えられた。
　続いて御宝前において岡野顧問が敬白
文を奏上。引き続き、執り行われた解脱
金剛 70 年祭法要では、上村貞郎長老猊
下を導師に職衆が読経。岡野顧問、渡辺
理事長はじめ、来賓により焼香が行われ

は、これから解脱会の立教 100 年、金剛
さまの 80 年祭に向かって精進していっ
てほしい」と期待の言葉を寄せられた。
　その後、捧持された斎祀精霊を先頭に、
本部役員、斎祀遺族らが金剛宝塔へ参進。
精霊が宝塔内に斎祀された後、午後 1 時
40分より第3部奉斎之儀となった。献華、
天茶献供之儀に続いて岡野顧問より敬白
文が奏上され、焼香、勤行と進み、最後
に渡辺理事長が挨拶に立った。
　会員らは奉祝立教 90 年の佳き年、立
教 100 年に向けて、更なる精進を誓い合
い、一切の行事は終了となった。
　今回は奉祝の年を記念して関西道場に
て、「解脱金剛宝塔建立の軌跡」をテーマ
に特別展示が行われ、建立当時の様子を
写真と映像で見ることができ、訪れた会
員から好評を得ていた。

上村長老猊下を導師に、舎利殿で厳かに行われた御法要
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挨拶をされる上村長老猊下 第 2 部式典で式辞を述べる渡辺理事長 金剛宝塔への献倶の列が続く

宝塔前で敬白文を奏上される岡野顧問 献納の目録が渡辺理事長から上村長老猊下に手渡された

泉涌寺の境内に5,000名余りの会員が参集した

女子青年が生花を献じる

本部役員が斎祀精霊を捧持し金剛宝塔へ参進

斎祀遺族による焼香 関西地区青年部による奉仕
オカリナ奏者の野上圭三氏（伊賀上野支部）が綺
麗な音色を披露

　　奉祝立教90年　解脱金剛70年祭　写真で見る年祭

平成30年度

御寺泉涌寺護持会新入会員
■継続会員 (10万円 ) 
清水　隆善（新潟加茂支部） 
加藤　英昭（江戸川支部）

■継続会員 (5万円 )
糸川　昭子（勝鬨支部） 
三屋　眞一（勝山旭支部）
玉置　博子（伊吹山東支部） 
本庄　秀次（伊吹山東支部）

継続会員　　　10 万円　  48 名　  48 口分
継続会員　　　　5 万円　123 名　126 口分
篤志奉納者　　20 万円　    1 名
篤志奉納者　　10 万円　    1 名
篤志奉納者　　  5 万円　    2 名

　　　　　　　合計　175名　11,500,000円　

　■解脱金剛70年祭時の平成30年度
　　　　　　　　　　　　御寺泉涌寺護持会費献納金の内訳　　

初詣は御霊地から
2019 年

元旦祭　平成31年1月1日
午前11時開式（太神社殿前）
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来訪者 16 名に足もみ、傾聴ボランティ
アを行った。続いて同月 12 日も同所
で 10 名の隊員が行い、また同月 24 日
には、二手に分かれ、川辺御崎神社に
隊員 10 名、そして避難所としていた
老人福祉センターまきび荘の部屋を借
りて隊員 6 名が足もみ活動を行った。
　足もみ未経験の隊員も、ベテラン隊
員より指導を受け、即実践。活動は終始、
和気藹々とした中で行われ、来訪者の

「気持ち良かった」の言葉に隊員らも励
まされていた。

　中国第 2 教区では、これまで豪雨被
害を受けた岡山県真備町の方々のため
に、素麺や牛丼などの炊き出しを活発
に行ってきたが、小規模で行っていた
足もみが好評であることを受け、地元
の社会福祉協議会のボランティアに登
録。本部・教育部健康指導係の協力を
得て「備後足もみ隊」を結成した。
　登録後初の活動として 9 月 10 日に
川辺御崎神社境内にテントを設け、瀬
尾正照中国第 2 教区長をはじめ中国第
1 教区会員を含めた 11 名の隊員が、

　解脱錬心館を会場に 10 月 27 日、本
会主催による第 46 回解脱選抜少年剣道
錬成大会が開催され、北本市や剣道関係
者が見守る中、埼玉県を中心に関東近県、
遠くは富山、名古屋から合計 65 の強豪
チームが集い、熱い戦いを繰り広げた。
　田中宏明大会副会長（御霊地局長）の
開会宣言の後、大会会長の渡辺孝彦理事
長挨拶、来賓祝辞の後、選手宣誓となり
試合開始。試合は小学 4 年生から中学 3
年生までの 7 人制団体戦で行われ、結果、
東松舘道場（東京）が優勝し、大会四連
覇を果たした。錬心館の代表チームは
準々決勝で惜敗し、敢闘賞にとどまった。

川辺御崎神社にて活動（9月10日） まきび荘にて活動（9月24日）

少年剣道錬成大会
解脱錬心館・立教90年解脱金剛70年祭記念

老人福祉施設にて現地研修参加者一人ひとりが社会奉仕活動の喜びを知った

殿参拝を行った後、参集殿にて健康学園
が行われた。宮坂保徳教育部長は「み教
えと健康指導」と題し、健康指導シート
が尊者のみ教えに基づく健康指導の学び
であることが伝えられた。続いて体位矯
正法・呼吸体操についての実習では、健

　11月10日〜11日、健康学園コース（新
潟）が、地元を中心に各地より総勢 46
名の参加で開催された。
　初日は、新潟教区の有志でかねてより
活動を行っている長岡市内の老人福祉施
設、桜ガーデンプレイス福住・サクラー
レ福住において、足もみボランティア活
動を現地研修として行った。はじめに施
設スタッフより老人福祉の現状や利用者
との向き合い方等の説明を受け、約 2 時
間足もみ活動を実施。終了後の共有タイ
ムの中では、「疲れより、むしろ元気を頂
いた」「させていただける喜びが大きかっ
た」などの言葉が多く聞かれ、大きな充
実感と喜びに包まれた。
　2 日目は越後国一ノ宮彌彦神社にて昇

康指導法への理解と興味が深まった。
　昼食後、新潟教区有志により足もみボ
ランティアが行われている介護施設「か
えるハウス」より若林久美子講師を迎え、
施設における足もみ活動やその他の団体
受け入れの現状について学習した。
　閉講式では清水隆善新潟教区長より「足
もみで得たエネルギーを今後の活力として
教区や地域社会に貢献していきたい」と挨
拶があり、午後 3 時に研修終了となった。
　2 日間の日程を終えた参加者は、尊者
のみ教えに基づいた健康指導の各指導法
を学ぶ大切さ、そして社会奉仕活動の道
へ向かっていくことの喜びと感動を胸
に、それぞれの帰途に就いた。

彌彦神社で健康学園
本部研修・健康学園（新潟）

長老さまが文化庁創立50周年の表彰
　長老さまが 9 月 30 日、長年にわたる宗教活動が評価され文
化庁より表彰された。これは、文化庁が今年で創立 50 年を迎
えたことを記念して、過去 50 年を振り返
り文化の振興に多大な功績のあった人物や
団体を、文化庁が讃えるもの。
　長老さまにおかれては、解脱会のお役目
をはじめ、日本宗教連盟の理事長、新日本
宗教団体連合会の理事長などの重責を担わ
れ、日本の宗教文化の振興へのこれまでの
多大なご尽力が実る形となった。

備後足もみ隊活動スタート
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　第 173 回秋季大祭で認証さ
れた京都洛央支部では、11 月
10 日に支部設立記念感謝会を
開催、早川廣美指導員が本部
より出講し、40 名が参加した。
　まず支部にて御神前開きが

厳粛に行われ、調った
御神前にて記念感謝
会を開会。中元敏彦教
区担当、親支部の横山一恵京
都小倉支部長ら来賓が祝辞を
述べ、早川指導員が講話した。

支部御神前も調い盛会に
京都洛央支部設立記念感謝会

　群馬水上支部では支
部設立 40 周年を記念し
て、更なる報恩行を誓願
する三聖地巡拝を挙行
した。
　11 月 2 日夜に支部を
出発した一行は、まず御
霊地にて巡拝行の報告
と御礼の挨拶をした後、
一路、伊勢神宮へ。3 日早朝、
清々しい伊勢の外宮・内宮を
参拝。橿原神宮では神職のお
出迎えを頂きながら内拝殿に
て正式参拝。この後、久保田
昌孝宮司よりご挨拶を賜ると
いう思わぬご配慮を頂き、参
加者は感激の中で神武天皇の

　徳島鷹匠支部は 10 月 21 日、
設立 40 周年記念感謝会及び祝
賀会を行った。
　第 1 部では浦島實相談役に
よる記念講話が行われ、支部の
尊さ、会員として改めて大切な
学びが伝えられた。若井信宏支
部長は挨拶で、「あっという間
の 40 年、家族、会員の支えの

お蔭で支部を守ってくることが
できた」と感謝の言葉を述べた。
　第 2 部は笹乃庄に会場を移
し開会。来賓祝辞の後、支部長
夫妻へ花束が贈られた。続く乾
杯の後、カラオケや阿波踊り等、
宴が盛大に行われた。最後は三
本締めにて、次の 50 周年に向
け更なる精進を誓い合った。

建国の御神意や金剛さまの立
教の精神について学んだ。
　4 日は御寺泉涌寺を参拝後、
解脱金剛 70 年祭に参列。当
支部会員たちは、金剛さまへ
改めて敬虔の念を深く寄せる
と共に、立教 100 年に向けて
一層の精進を誓い合った。

立教100年、設立50年に向けて
徳島鷹匠支部設立40周年記念感謝会

三聖地で報恩行を誓願
群馬水上支部設立40周年

　荒川支部は 10 月 28 日、設
立 80 周年記念祝賀会をパセ
ラリゾーツAKIBAにて開催、
縁ある方々と佳節を祝った。
　午後 12 時 30 分、祝宴は
本部出講の岡野英夫顧問の祝
辞で始まり、大久保俊宏支部
長は祝賀会テーマ「伝えよう  
次世代へ〜ひとり一人が輝け
るように〜」を会員一丸とな

り実践していくと挨拶、続い
て支部功労者が表彰された。
　余興では、写真や動画で支
部活動が紹介され、会員有志
による太鼓演奏や青年部の合
唱が披露された。最後は大久
保支部長への感謝の花束贈呈
でお開きとなり、この日に向
けて準備をしてきた会員の表
情はとても晴れやかだった。

会員の真心が結実した手づくりの祝宴
荒川支部設立80周年記念祝賀会

子孫を導き粘り強い歩みを
大阪南支部創設80周年記念式典

　創設 80 周年を迎えた大阪
南支部は、9 月 17 日に大阪・
天王殿にて記念式典を開催。
本部より岡野英夫顧問が出講
し、永田秀夫相談役、大阪教
区担当の武井達郎指導員、島
田光昭教区長らが多数の支部
会員と共に祝した。
　第 1 部記念式典では岡野顧
問が記念講演に立ち、当支部

の一層の伸展に期待を込めて
力強く激励した。
　第 2 部祝賀会では、カラオ
ケや永田相談役による福引大
会の後、万歳三唱で締めた。
　田中角栄支部長は「子孫を
導くを合言葉に、歴代支部長
や先亡者への感謝を忘れずに
会員と共に粘り強く歩んで参
ります」と決意を述べた。

　続く直会は地元ホテルで行
われ、和やかに一層の伸展を
誓い合った。

解脱会ホームページは
毎月更新中です。

解脱会ホームページ　
http://www.gedatsukai .org

スマートフォンの QRコード
リーダーで読み取ってリン
クで開けます。

橿原神宮にて久保田宮司と有り難い記念撮影
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　8 月 26 日、新潟葛塚支部
では岡山三和支部の横山薫
さんをお迎えしてこども会
を開催。横山さんはかつて
解脱誌の「やまびこネット」
に掲載の中村けい子支部長
の童話に感銘を受け、この
度「いつかお会いしたい」と
の思いを実現された。会は、
子供による作文の発表と中
村支部長の童話「じゃんけ
んけんちゃん」（平成 28 年

8 月解脱誌掲載）の朗読、万
華鏡作りが行われた。教区で
活躍する横山さんから、行
事で大人と子供が一緒に同
じことをする大切さが伝え
られ充実した一日となった。

　天下分け目の合戦のあった
関ヶ原を地元に置く岐阜関ヶ
原支部では、10 月 28 日に秋
季怨親平等大供養祭を挙行し
た。祭典は「皆さんが主催者
です」を合言葉に、支部会員

のみならず地域住民や観光客
など広く天茶の御給仕や参加
を呼び掛け、盛会をみた。
　午前 11 時開式となった供
養祭は、国歌斉唱、御声拝聴、
表白文奏上、献供の儀に続き、
天茶供養を厳修。般若心経三
巻が念唱される中、高齢者か
ら未就学児の会員家族や多く
の地域住民も参加して怨親平
等の供養が捧げられ、その姿
からは、当供養祭のますます
の盛り上がりを感じさせた。

「参加者が主催者」の念篤く
岐阜関ヶ原支部・秋季怨親平等大供養祭

各地で女性大会を開催

　東京第 4 教区では 10 月
28 日、大岡山支部にて教区
健康指導研修会を開催し、各
支部より 30 名が参加した。
　拝礼行事、宇佐見光男教区
長挨拶の後、出講の堀川剛史
指導員が、金剛さまのお言葉

「心は言葉に現れ体の表現と
なる」に合わせ、もっと人と
関わること、触れ合うことの
大切さについて伝えた。その
後、「解脱 3 分間体操」の要
点や運動の原理などをユーモ
ア溢れる表現で説明。和やか

　北海道々東教区では 10 月
28 日、足寄町東支部にて女性
大会を開催された。本部より
野瀬志津江指導員が出講し、
28 名が参加した。
　大会は道林孝吉教区長の挨
拶の後、秋葉栄子さん（北見
支部）が突然の乳癌の宣告を
受け摘出手術を受けたことを
きっかけに父親への不敬な心
に気づき、真剣にお詫びと天
茶供養を重ねて心の改革がで
きた喜びの体験を発表した。
　講話では野瀬指導員が、支
部に生まれ育ち、家庭宗教と

　静岡教区では9月23日、「第
101 回一碧湖神社秋季大祭」
を開催。木村正則指導員が出
講し、85 名が参加した。
　今年の春に第 100 回を迎
え、新たな門出となった今回、

　京都教区では 9月23日、関
西道場において女性大会を開
催、寺澤亮一地区相談役が出
講し、71 名が参加した。
　第 1 部では、まず田中英次
教区長、中元敏彦関西道場長
が参加者へますますの精進を
促す挨拶を述べた。続く講話
では、寺澤地区相談役が「解
脱の学びで幸せの階段のぼろ
う〜気づくこと　変革するこ
と〜」と題して、体験を交え
ながらみ教えを学び素直に実
践する大切さを述べた。
　午後の第 2 部では、教区健

参加者たちは晴天に恵まれた
中、一碧湖神社に祀られてい
る四柱の神々に対して崇敬の
念を高めると共に大自然の恩
恵に感謝を捧げ、ますますの
精進を誓い合った。

康指導担当員の中嶋結佳さん
が講師になり「お互いに褒め
合おう」を合言葉に足もみの
実習が行われた。
　京都教区では今後も関西道
場への足運びを推進し、行事
や奉仕などを通じて学びを重
ねていく方針である。

なムードの中で参加者らが実
践し、節々に「そうだったの
か」と納得できる充実した研
修となった。終了後は個人指
導も行われ、参加者らは各支
部や家庭で実践することを誓
い、終了となった。

してのみ教えの尊さや女性と
しての学びなど多岐にわたり
述べ、さらにみ教えを人に伝
えるための具体的な方法など
を分かりやすく話した。
　参加者たちは「人へ教えを
伝えるには、まず自分が基本
を身に付けることが大切」と
の認識を深めていた。

新たな門出となった秋季大祭 健康指導研修会静岡教区

京都女性大会

東京第4教区

北海道道東女性大会

解脱誌が結んだ法友の絆
新潟葛塚支部・こども会
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奉祝 立教90年解脱金剛70年祭記念第173回秋季大祭式典

行こう！  こころのふるさとへ

　立教 90 年秋季大祭を一日で開催し 1
万人の動員目標を立てて取り組んだ結果、
全国会員の努力が実り、当日の参加者は
1 万人を超える大祭となった。また記念
事業勧募も予定額を上回り、御霊地整備
工事は順調に進み、記念大祭のすべての
準備が整った。
　当日は、前夜から降り続いていた浄め
の雨が、次第に明るく天候が回復してい
く中、早朝から首都圏青年部や一般会員
らが駐車場の管理や参拝順路の案内の奉
仕にあたり全国より集う会員を出迎えた。
　第 1 部式典のオープニングは、先ず全
国から集結した 10 隊の鼓笛隊が正面ス
テージで順番に演奏を披露し会場を活気
づけた。続く奉祝入場行進では、全国各

教区長と支部長及び米国解脱教会理事長
らが颯爽と入場。先頭は今大祭で昇格し
た相模大野支部と京都洛央支部が歩んだ。
　開式の辞、国歌斉唱に続いて杉本龍之
専門員が今大祭のために作曲した「われ
らの大祭」を斉唱。オーケストラの生演
奏で杉本氏が指揮した。
　青年部役員により捧持されたおみたま
櫃が、生花で飾られた萬霊魂祭塔前に安
置され、万霊大供養が厳修された。
　長老さまはご挨拶で、金剛さまのお言
葉より「一切を活かすこと」と「拝むこと」
の大切さについて述べられた。続く式辞
で渡辺理事長は、立教 90 年勧募の御礼
を述べ、金剛さまの大理想実現に向け、
立教 100 年を目指し努力精進する誓いを

入場行進では全国各教区長、支部長が行進し、今回新設された相模大野支部と京都洛央支部が先頭を歩んだ万霊大供養では今回、開教以来先亡者精霊が含まれた

素晴らしい音色を奏でたオーケストラの方 と々首都圏コーラス

１０隊の鼓笛隊が順番に演奏しオープニングを盛り上げた

各界の来賓の方 が々お祝いに参列された

　大祭前日の 13 日午後 1 時 30 分よ
り解脱研修センターにて厳粛に行わ
れた。新支部長らに対し渡辺理事長
が辞令交付、そして支部旗や御祭神
下付、御五法、御秘法が授けられた。
その後、長老さま、渡辺理事長より
激励のお言葉が贈られた。

支部認証式

本 祭 式 典

　晴天となった１０日午前９時 30 分
より奉告祭、続いて万部御法楽が五智
如来堂にて執行された後、11 時 30 分
より長老さまはじめ本部役職員が参列
し、大祭本祭式典が催行された。　
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第1部　先祖と私、私と子孫をつなぐ祈り

われらの大祭あなたが主役

述べた。
　来賓の祝辞では、上田清司埼玉県知事
が、本会が行ってきた社会貢献活動に対
する敬意を表された。続いて亀田幸弘伊
勢神宮少宮司、久保田昌孝橿原神宮宮司、
上村貞郎御寺泉涌寺長老猊下がそれぞれ
佳節の祝辞を述べられると共に毎年の三
聖地巡拝に対する御礼の言葉を賜った。
　第 2 部オープニングは、全国の青年部
員や子供たちが赤い T シャツを着て、「ア
ナと雪の女王」テーマ曲「ありのままで」
に合わせて会場各所で笑顔で踊った。
　続いて解脱錬心館門下生による気合の
入った演武が行われた後、本部役員と来
賓の方々による鏡開き、そして渡辺理事
長発声による乾杯で祝宴がスタート。

　賑やかな子ども山車と活気ある男・女
神輿 2 基の渡御が会場を活気づけた。次
に 4 世代で参加した家族を顕彰する「4
世代顕彰」が行われ、計 16 組のうち 2
組の家族が登壇し渡辺理事長より表彰さ
れた。続いて米国解脱教会を代表してジョ
イス・リード理事長が挨拶。そして東京
第 3 教区と滋賀教区総勢約 100 名による

「よさこいソーラン」では会場を一気に盛
り上げた。ここで飯塚健一大祭実行委員
長の三本締めによる中締めが行われ、来
賓の方々は祝賀会場となる解脱研修セン
ターへ移動。その後も様々な演目で最後
まで会場を沸かせた＝ 8 面参照。参加者
からは、「懐かしい昔の賑やかな大祭を思
い出した」との声が多く聞かれた。

渡辺理事長が式辞を述べる。式典の様子を4 台のカメラで中継して大型モニターに映し出され遠くからも見ることができた

　立教 80 年の大祭で仙台岩切支部が
奉納した七夕飾り。今回は、東日本
大震災の復興が進んでいる感謝の気
持ちを込め、東北第 2 教区から奉納
された。大祭後、翌日には豪雨被害
のあった岡山・真備町の川辺小学校
へ復興の祈りと共に奉納された。

　解脱研修センター 4 階で行われ、
仲田順和醍醐寺座主猊下のご挨拶や
岡田光央新宗連理事長の乾杯、そし
て衛藤晟一参議院議員、山谷えり子
参議院議員、大島敦衆議院議員、中
根一幸衆議院議員よりそれぞれ祝辞
を賜り、和やかな雰囲気で行われた。

　米国解脱教会より６0 名がツアーを
組んで参加した、大祭の感想は「1 万
人の祈りとその人々の調和に感動した」

「素晴らしいおもてなしに感謝したい」
などそれぞれ感激の言葉が聞かれた。

東北の七夕飾りが真備へ

来賓招き祝賀会米国会員がツアーで参列

来賓から祝辞を頂く

上田清司埼玉県知事

久保田昌孝橿原神宮宮司

亀田幸弘神宮少宮司

御寺泉涌寺上村貞郎長老猊下
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第2部　立教90 年の祝賀を仲間、家族と共に心一つに楽しむ

第 2 部は杉本恵津子さんの歌う「Let it Go 〜ありのままで〜」と青年部の踊りで始まった 最高潮の盛り上がりをみせた滋賀教区と東京第 3 教区合同「よさこいソーラン」

全国の支部のメッセージと写真が並んだ

各界来賓方と共に渡辺理事長の乾杯で会場がひとつに記念の大祭では神輿が 2 基登場

美しいバトントワリングで会場を魅了した神奈川教区「チェリーズ」

一般部含め約250名で行った解脱錬心館の演武

4 世代顕彰では御徒町支部の小川さんご家族と兵庫伊丹支部の櫻井さんご家族が表彰された

米国会員を代表しジョイス・リード理事長が挨拶

解脱宝物館では記念のフォトシネマを上映 スケールアップした子ども広場は大人気 駐車場の北本スポーツセンターを結ぶシャトルバス

一日開催のため例年の 2 倍の人数で盛況だったこども山車

　北本市民へ感謝
のために設けら
れ、 約 3 千 人 が
来訪、売り切れ店
続出で特設ステー
ジ の マ ジ ッ ク
ショー等の演目も
好評だった。

　奉祝事業による
御霊地整備に伴い、
横須賀船越支部が
立 教 50 年（ 昭 和
53 年）に奉納した
御霊地案内図を新
調し、記念大祭に
間に合わせた。

石田 のあさん（新潟三条支部）が
ピアノ演奏を披露

　盲目で生まれ、3 歳からピアノを
習い、ヘレンケラー記念音楽コン
クールで優勝。現在、筑波大学付
属視覚特別支援学校中学部に通う
中学 1 年生ののあさんが、御霊地
道場から美しい音色を奏でた。

市民憩いの屋台村を開設 御霊地案内図を新調

※ 解脱誌 12月号にカラーグラビアを掲載しています。またホームページの会員専用ページ「奉祝立教 90 年記念ページ」にもたくさんの写真を掲載予定ですので是非ご覧ください！


